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水野東洋会員による「株式相場」についてのお話でした（卓話より） 

で、日本館では農業遺産に認定された 5 地域から参加予定で

す。阿蘇の食と農業や草原等が全世界に発信されることは非常

に大きなチャンスだと思います。さらに阿蘇はジオパークの国内

候補地となりましたので先日調査団がお見えになり、非常に好評

を得たとのことでした。ジオパークの認定がされ、次は世界文化遺

産を目指す運動をしています。私もこの運動に本格的に参加して

いるところです。また、熊本南 RCでは 8/6（水）より姉妹クラブであ

ります台北大同 RC との青少年短期交換事業がございます。今回

6名の親善大使と会員 9名が参加されます。台風が心配されます

が、しっかり国際交流を行ってきてください。 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.宇佐八幡 RC より第30回 IAC 年次大会終了のお礼が届いてお

ります。  

 

出席報告（永井富士雄君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

５９名 ３７名 69.81％   ８７．０４％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 4名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

会長報告（田川憲生君） 

  皆さん、こんにちは。7/31（木）ここホテル日航熊本にて「阿蘇

の世界農業遺産を応援する夕べ」が開催されました。熊本県が

主催し、約 120 名の出席でございました。阿蘇の農業遺産は登

録されてから約 1 年ですが、現在世界 13 か国、31 地域が登録

されております。これは国連が 2002 年に開始したものですが、

次世代に繋げる、繋げるべき重要な伝統的農業、生物多様性、

農村の文化、農村景観等を全体的に認定し、その保全と持続的

活用を図ることを狙いとしています。日本では 2011 年に先進国

では初めて佐渡と能登が認定されました。2013 年に静岡、阿

蘇、大分の国東半島が認定され、日本では 5か所となっておりま

す。この発端は「リストランテミヤモト」の宮本健真さんが熊日新

聞 70 周年記念で行いました「熊本グランドデザイン」でグランプ

リに輝いたことです。これがきっかけで県を動かし、世界を動かし

た非常に稀なケースとなりました。宮本さんは料理人でいらっし

ゃいますので、阿蘇や県各地へ行き、よい食材を探しておられ

ましたが、阿蘇は広大な草原を人の手を使い野焼き等を行って

農業が確立されています。宮本さんはこれは世界農業遺産にな

ると確信し、地元の人達とも連携しながら運動を進めたということ

です。たった一人の個人が行政を動かし、世界を動かしたという

ことは熊本として非常に誇るべきことだと思います。来年 2015 年

にはミラノ万国が 5月～10月まで開催されます。テーマは「食」 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 漆島典和君 

         

        

 

              

  

        

  
 

９/８ ガバナー公式訪問熊本第 4G合同例

会＠ホテル日航熊本 

９/１３ 職業奉仕セミナー＠アスパル富合  

 

 

 

第 4 回例会記録（通算第 2613 回）  

平成 26（2014）年８月４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

植田義浩様（熊本 RC） 
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例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１１日（月）１８：３０～ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１１日（月）１８：３０～ 

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１１日（月）１８：３０～ 

○東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１２：３０～ 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１２：３０～ 

○西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１２：３０～ 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（水）１２：３０～ 

○東南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（水）１２：３０～ 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（水）１２：３０～ 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（水）１２：３０～ 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ８月１３日（水）１２：３０～ 

[変更後] ８月１３日（月）１７：００～ 

［場 所］ 国際交流会館 

○北ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１４日（木）１２：３０～ 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１４日（木）１２：３０～ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ８月１４日（木）１２：３０～ 

[変更後] ８月２３日（土）１９：００～ 

［場 所］ 益城花火祭り 

○中央ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１５日（金）１８：３０～ 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ８月１９日（火）１２：３０～ 

[変更後] ８月２３日（土）未定 

［場 所］ 未定 

○西ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ８月１９日（火）１２：３０～ 

[変更後] ８月１９日（火）１８：００～ 

［場 所］ オーデン 

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] ８月２０日（水）１２：３０～ 

[変更後] ８月１７日（日）７：００～ 

［場 所］ 江津湖 

 

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ８月２７日（水）１２：３０～ 

[変更後] ８月２５日（月）１２：３０～ 

［場 所］ 児童養護施設 天使園 

○水前寺公園ＲＣ～親睦活動のため時間場所変更 

[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～ 

[変更後] ８月２７日（水）１２：３０～ 

［場 所］ 雑草の森 

○りんどうＲＣ～親睦活動のため日程場所変更 

[変更前] ８月２８日（木）１９：００～ 

[変更後] ８月２４日（日）未定 

［場 所］ 白川河川敷 

 

本日のロータリー情報（堀川貴史君） 

ロータリーの基本ルールをお話ししていこうと思います。毎回出

席委員会より出席報告があります。この出席報告の中で「出席規定

適用免除者」がありますが、熊本南 RC にもこの「出席規定適用免

除者」がいらっしゃいます。その方々というのは欠席しても出席・欠

席の数には入らない、出席率に左右しないというメンバーの方々で

ございます。では誰でも出席規定適用免除者になれるかというとそ

ういう訳ではございません。ただこれを理解していると、病気等で長

期お休みをされる方がいてもクラブの出席率を低下させることなく

お休みいただけるということです。昨今熊本南 RC の出席率が低下

しているという懸念を持たれている方がいらっしゃいますが、精査し

ていくとこのようなルールをうまく利用することにより改善されるので

はないかと思います。手続要覧の中に「ロータリークラブ定款」の第

9条の第3節-出席規定の免除 という部分があります。次のような場

合、出席規定の適用は免除されるものとする。 

(a) 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、

正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。この

ような出席規定の適用の免除は、最小12カ月までとする。 

(b) 年齢が65歳以上の会員で、かつ、一つまたはいくつかのロータ

リークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さ

らに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ

幹事に通告し、理事会が承認した場合。 

 

野田ガバナーエレクト報告 

8/2～3 米山記念奨学会の夏季研修会に参加して参りました。

大分県杵築市の住吉浜リゾートパークにて行われました。参加

者は今年度の地区の米山奨学生が15名、カウンセラー15名、杵

築市の RC の会員と米山奨学会関係の方等合計約60名でした。

米山奨学生からの声をご紹介しますと、米山奨学会は他の奨学

会と違い、奨学金をもらって終わりということではなく、ロー

タリアンやカウンセラーとの接点、また例会やイベントへの参

加を通じ、日本文化に触れられる機会が多く、非常に感謝して

いますという意見が多く出ておりました。改めて米山記念奨学

会という制度の重要性を感じました。今年度は全国で696名の

奨学生がおります。事業費は年間13億円となっており、今年度 
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第2720地区では15名を受け入れ活動を行っています。また機会

がございましたら当クラブでもこの事業に参加していきます

と、この事業に対する理解もより一層深まると思います。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（井上雅文君） 

   本日（8/4）18：30～暑気払い＆新入会員歓迎会＠甲佐町

やな場です。ホテル日航熊本より17：30に出発いたします。

また、会費は後日徴収といたします。よろしくお願いいたし

ます。 

［結婚祝］          ［誕生祝］ 

    馬場 啓君 8.20   馬場大介君 8.1 

   杉田辰彦君 8.28   坂本研一君 8.21 

              西川尚希君 8.27 

              鬼塚貴志君 8.28 

［結婚祝］                ［誕生祝］ 

                  

●クラブ広報委員会（古財良一君） 

   ガバナー月信につきまして、各テーブルに Vol.2をプリン

トしたものを配置しておりますが、電子版をご覧いただける

方は是非電子版をお読みください。 

 

●姉妹クラブ委員会（山本 円君） 

8/6より本年度青少年短期交換留学事業を行います。 

交換留学生と第1班引率者は8/6 6：30にホテル日航熊本より

出発いたします。第2班が8/9出発となります。しっかり国際

交流を行い、無事故で終わらせられるよう、ご参加の皆さん

のご協力をお願いいたします。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君 

本日のご来訪者、熊本 RCの植田様を歓迎いたします。また

本日の卓話者 水野会員に激励のスマイルをいたします。為

になる卓話、楽しみにしています。 

○高宮 宏君・浅山弘康君・野口泰則君・堀川貴史君 

  熊本 RC 植田様のご来訪を心より歓迎いたします。 

○倉崎保広君  Ⅱ 

  熊本 RC 植田様、ご来訪ありがとうございます。先日アトリ

エの畳工事ではお世話になりました。また、台湾の短期交換

留学は山本 円委員長及び関係各位に大変お世話になりま

す。私は当日から次女がインターハイで山梨に行きますので

ついていきます。ちなみに卓球です。応援よろしくお願いし

ます。 

○寿崎 肇君 

 今日の暑気払いを大変楽しみにしておりましたが、風邪のた

め医者から遠慮せよと言われ欠席させていただきます。残念

です。 

○園田修司君 

  本日の暑気払い、やな場ということで夜も眠らないほど楽し

みにしておりましたが、急用のため参加できなくなってしま

いました。井上委員長、すみません。ご健闘をお祈りしてお

ります。 

 

●会員卓話（水野東洋君） 

本年4月に現王園の後任として熊本支店に着任し歴史あ

る熊本南ロータリークラブに入会をさせていただきました。

今後ともよろしくお願いいたします。新入会員卓話という

事でもあり改めて簡単に自己紹介をさせていただきます。

出身は神奈川県でございまして今でも実家には両親とも暮

らしております。大学は法政大学出身でバブル最盛期に就

職活動をし平成3年に当時の日興證券に入社致しました。入

社後は営業部門が長く新宿西口支店を皮切りに東京の成城

支店、玉川支店、上野支店、部店債券営業室、名古屋支店、

公益法人営業部、そして現在の熊本支店に至っております。

家族は妻と娘、息子がおりますが、神奈川の川崎に現在は

住んでおります。4月からは単身赴任となり夜は馬刺しをつ

まみに米焼酎を満喫しております。そして現在の私どもの

熊本支店ですが支店設置は1949年で65年が経過し九州にお

いても非常に歴史のある支店でございます。また当時は鹿

児島や宮崎は熊本支店の出張所という形で店舗おいていた

ようでございます。当社は現在熊本市の支店一店舗で県内

全域をカバーさせていただくという体制をとらせていただ

いております。従いまして今日は人吉、明日は天草、とい

った具合に日々いろいろな所にお邪魔をさせていただいて

いる日々を過ごしております。4月に着任以来あっという間

に4か月が過ぎました。本日は新入会員卓話ということで貴

重なお時間を頂いておりますがどうぞよろしくお願いいた

します。さて、本日の卓話について何を話そうか色々と考

えたのですがやはり餅は餅屋ということで株に関する話を

しようと思います。とは言いましても今後の見通しをお話

しいたしますと、外れた時にちょっと怖いということもご

ざいますので、違った視点で相場に関する格言について触

れてみたいと思います。お手元にいくつかの格言をまとめ

たものをお配りしておりますのでご覧いただければと思い

ます。株式相場の格言の中には古く米相場の時代から言い

伝えられてきたものが多くあります。格言の多くは人の心

理を表したものです。投資は本来、客観的な情報に裏付け

された合理的な行為でなければなりませんし近年では各証

券会社の見通しなども簡単に入手できる時代になっていま
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す。が今でも古い格言が言われるのは投資を決定するとき

には心理的要素が大きいためであるからです。感情の表と

裏のように格言の中には正反対の表現が出てくることもあ

り必ず当たるというものではありませんが投資の判断の際

の参考になると思いますし人生の教訓にも通じるものも多

いのでご紹介をさせていただきます。 

≪人の行く裏に道あり、花の山≫ 

これは株式投資の心構えをあらわした格言です。 

≪もうはまだなり、まだはもうなり≫ 

意味としてはもう底だと思えるような時はまだ下値がある

のではないか。もう上がりきったので売ろうと考えるとき

にはまだ上値があるのではないか。反対にまだ下がるので

はないかと思うときにはもうこの辺が底だと考えてはどう

か。まだ上がるだろうと思って売らずに持ち続けよう、新

しく買ってみようと考えるときにはもう天井であると考え

てはどうかというものです。特にまだまだと思っていると

意外と早く相場の流れは変わってしまうので見合わせてい

るうちに遅れてしまう事が多いですよという意味です。実

際にまだ買うのは早いと思っているときに相場は上がって

いき、まだ上がるだろう思っていると相場下がってしまう。

そういう経験をされた方は多いと思いますし私自身も何度

も経験しています。心理と相場の動きの行き違いを端的に

あらわした格言であると思います。 

≪麦わら帽子は冬に買え≫ 

最近では麦わら帽子もあまり見かけませんが麦わら帽子を

かぶるのは真夏です。冬にかぶる人はあまりいません。帽

子屋さんから見れば売れる時期は高く売り、売れない冬に

は安くなる。これが一般的ですので冬に麦わら帽子を仕入

れて夏に売れば儲かるわけです。個別の株に置き換えても

同じことが言えます。「今年は暑いな～。じゃあビールの

株でも買ってみるか。」と考える人が沢山います。そこで

冬にビール株を買って夏に売るという事をあらわした言葉

です。また、そういう季節性に関わらず長期のスパンで置

き換える事もできます。皆が見向きもしない株は当然のこ

とながら安値圏にあります。どんな銘柄でも 10年に 1度く

らいは相場をつくるものなのでそこに期待して安値で仕込

んでおけばいずれは大儲けできるという事です。ただ株は

倒産リスクもあるので冬状態の株が何でもよいわけではな

いのでご注意ください。 

≪天井 3日、底百日≫ 

これは短期的な相場の見方、サイクルをあらわした格言で

す。 

≪売るべし、買うべし、休むべし≫ 

これは売買のコツと心得をあらわした格言です。 

≪国策に逆らうな≫ 

これは短期的、目先的な話ではなく、全体としての相場の

流れに関する格言です。 

≪辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌笑い、亥

固まる、子は繁栄、丑つまずき、寅千里を走る、卯跳ねる

≫ 

最後に干支について一言。今年は午年であります。辰巳天

井の通り昨年、一昨年は年末にかけて日経平均株価は高値

を付けて終わっております。今年に当てはめると午尻下が

りとなっております。年末に向けてどうなるでしょうか。

昨年末に東京証券取引所で行われた大納会に参加してまい

りました。ニュースなどでも放映されていましたのでご記

憶の方も多いと思いますが安部総理のコメントは「午の尻

下がりと言われますがそんなことはありません。うまくい

く。アベノミクスは来年も買いです。」と発言し締めくく

っておられました。それもあってか歴代政権の中でも安部

総理は相当株価を気にされてらっしゃいます。当社をはじ

め証券会社やシンクタンクなどにも内閣官房から政策の株

価に与えるインパクトなどの問い合わせがずいぶんきてい

ると聞いております。実は安部総理は午年です。歴代の午

年の総理大臣は意外と多くて小泉さん、中曽根さん、そし

て田中角栄さんが午年です。皆さん共通して 2 年目のジン

クスに苦慮されていたようです。記憶に新しいところでは

小泉政権時には田中真紀子さんの更迭問題で支持率を落と

していました。北朝鮮への電撃訪問で支持率は一変しまし

た。中曽根政権時の 2 年目はロッキード判決裁判選挙で衆

議院過半数割れとなり新自由クラブとの統一会派の結成に

よる第二次中曽根内閣を形成する事になりました。角栄政

権時の 2年目は第一次オイルショックが起こっております。 

直近安部政権の支持率が 50％を割れたとの報道もありまし

た。安部政権は実質 2 年目でありどう乗り切って行くので

しょうか。秋以降はマーケットが注目するイベントも多数

控えております。海外ではアメリカ中間選挙や QE3の縮小。

国内では消費増税の決断、GPIF の基本ポートフォリオの見

直し、NISA 制度の改正などがございます。そういう状況下

で株価の値動きを意識する現政権はどのような手を打って

くるのか？対外政策で何をしていくのか？相場の転機が秋

に訪れるのであればどちらの方向に動くのか。証券会社の

人間としては午の尻上がりに是非期待をしたいと思います。 
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